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Clear Epoxy
Resin

まずは本書で登場する水再現用の素材を紹介する。選ぶのに迷ってしまう
ほどさまざまな種類のマテリアルが発売されているが、おおよその種類とそ
の特性を頭に入れておけば、おのずと必要な素材が見つかるだろう。

素材を知るcolumn

　水表現の素材は、そもそも透明である
ことが重要な要素のひとつである。であ
れば、こうした透明エポキシ樹脂、いわ
ゆる透明レジンの素材はまさにうってつ
けと言えるだろう。２液を混合して使用
するが、この混合比を正確に計量して用
いることで、非常に透明度の高い水表現
を行なうことができる。ちなみに完全硬
化には約24時間が必要。
　使い方は意外とシンプル。それぞれの
液をコップやチャック付き袋などに入れ
てよくかき混ぜ、流し込みたい場所にそ
のまま流し込むだけである。もしも側面
から水中を見えるようにするのであれば、
ホットボンドでプラ板などを貼り付け入
念に目止めをしておこう。粘度は比較的
低めで、ある程度ざっくりと流し込んで
も自然に水平に落ち着いてくれる。もち
ろん着色もできるため、あらかじめ想定
する水の色に着色してから流しこめば、
手軽に水のある情景を作り出せるのだ。

透明エポキシ樹脂
material

01

主剤と硬化剤との２液を混合して使用するタイプの素材。混合
比によって硬化時間が変化したり、硬化後の透明感などに影響
が出る場合がある。指定の分量を正確に計量し使用すれば、水
表現の幅が大きく広がる代表的なマテリアルである。

水表現素材といえばこれ！

F
in
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hed  im

age

ITEM LIST 代表的な商品紹介

ディープウォーター マーキー ( 濁り水 ) ／クリアー
● KATO（各税込 3960 円）

タミヤ透明エポキシ樹脂 (150g)
●タミヤ （税込 1980 円）
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　水面や海面は、一般的にこまかなさざめきや揺らぎが起こっている。も
ちろん海上を移動する船などであれば、当然大きな波も発生しているだろ
う。こうした水面の表情を作り出す素材がこの表層素材だ。各社さまざま
なものが発売されているが、そのどれもに共通するのが素材の粘度の高さ
だ。ジェル状の素材になっているため、こまかな波や水の流れのような形
状を造成しやすくなっている。おもに水性アクリル系のものが多く、着色
済みのものも販売されている。表現したい情景、作品のスケールによっては、
こちらの素材だけでも充分に見映えのする作品作りができるだろう。

表層素材
material

02

前述の透明エポキシ樹脂は粘度が低いため、硬化時点では水面
は平滑な状態になっている。その水面にこまかな表情をつけた
いときに使われるのが、これら表層素材だ。水の揺らぎやさざな
みなど、それぞれの表現に適した素材が発売されている。

水面や海面にひと味加える素材

ITEM LIST 代表的な商品紹介

F i nished im
ag
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大波小波
● KATO

（税込 2310 円）

アクリルウォーター
●アモ 

（各税込 1980 円）

さざ波
● KATO

（税込 2310 円）

水性グレインペイントアクアシリーズ 
●ターナー色彩株式会社

（各税込 440 円）

Medium
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樹脂着色材
material
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透明エポキシ樹脂は通常は無色透明である。だが、実際の水表
現のシーンではほとんど着色が必要となるだろう。あらかじめ専
用塗料や模型用塗料などを混合しておくことで、求める水の色
を再現することができるのだ。

水をあらかじめ着色するには？

水底着色材
material

04

透明度の高い水素材を使うということは、底面までしっかり見え
るということでもある。水底の石や沈んだものと共に、水底の色
味にもこだわりたい。また、塗装する色の選択によって、その水
深の深さを表現することができる要素でもある。

水底の着色にもこだわりを

ITEM LIST 代表的な商品紹介

水底カラー
● KATO

（各税込 1100 円）

アクリル塗料ミニ
●タミヤ 

（各税込 220 円）

W
aterTint

Underwater coloring material

ITEM LIST 代表的な商品紹介

エナメル塗料
●タミヤ 

（各税込 220 円）

波音カラー
● KATO

（各税込 770 円）

アクリル塗料ミニ
●タミヤ 

（各税込 220 円）

　通常、２液素材の透明エポキシ樹脂は無色透明のため、着色して使用するケースが
ほとんどだろう。KATOのウォーターシステムは２液素材と着色用の専用塗料がライ
ンナップされる。2液の混合時に専用塗料を加え着色することができる。あらかじめ
使用する樹脂と同量の水道水に専用塗料を混ぜることで濃度の確認をし、本番に挑
もう。また、タミヤアクリルやタミヤエナメルも同様に使用することができる。

　透明度の高い水表現を行なえば、当然水底も見えることになる。この水底
になんの手間もかけられていないのはやはり不自然だろう。せっかくなら水
底にもこだわりたい。KATOからは水底着色用の水底カラーが発売されている。
これらは着色のみではなく、水底部から透明エポキシ樹脂が漏れ出すのを防
ぐ目止めの役割も兼ねた優れものだ。水底を製作した素材によっては、アク
リル系塗料などを直接塗装することも可能だ。

F i nished im
ag

e

F i nished im
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e
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水泡素材
material
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表層素材を用いてテクスチャーをつけた水面、テクスチャーはつ
いているものの、そのままではもちろん透明である。ここにもひ
と手間を加え着色することにより、さらに実感豊かな白波や波濤
の再現を行なうことができるのである。

水面の白波や泡沫再現のために

水滴素材
material
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徹底的に細部までこだわり抜くモデラーたちは、水滴のひと粒
まで作り込む。これは1/35はもちろん、やや大きめのフィギュア
作品においても効果は抜群だ。専用の素材も流通しているため、
チャレンジしてみる価値はある。

さらに緻密に、ひと雫まで

ITEM LIST 代表的な商品紹介

グラスビーズ小
●亀島商店

（税込 616 円）

グラス ビーズ
●リキテックス

（税込 638 円）

B
listers

  M
aterial

Water
  droplets
Material

ITEM LIST 代表的な商品紹介

エナメル塗料
●タミヤ 

（各税込 220 円）

白波カラー
● KATO

（税込 770 円）

水泡表現素材
●モーリン

（税込 418 円）

　水面の白波の表現には2種類のアプローチがある。表層素材にて造成した波に、直
接塗料を塗る方法と、表層素材に専用の粉末をあらかじめ混ぜ込んで製作する方法と
がある。前者はシンプルな方法で、専用の塗料などを用いて波の部分に直接塗装をし
ていく。後者はジェルメディウムなどに水泡表現素材を混ぜ込みテクスチャーを製作
する。この水泡素材は、乾燥後は本物の泡のように見える特殊な素材なのだ。

F i nished im
ag

e

　ビーズ、と聞くと中央に穴が空いているものを想像してしまうが、ここで紹介するビー
ズは無穴ビーズ。ちいさなガラスボールのような素材がジェルメディウムに混合され
たテクスチュアジェルというものも販売されている。これらの素材を用いて、水にさら
に緻密な動きを加えることができる。また、ほかの素材と組み合わせることで、少し大
きめのフィギュア作品にも活用できる。足元の跳ね上げた水飛沫や、垂れ落ちる水滴
などアイデア次第でより解像度の高い水表現を行なうことができるのだ。

F i nished im
ag

e
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プラ素材
material
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水表現は専用素材でなければ製作することができない、というわ
けではない。身近な素材、たとえば透明プラ板やプラ棒、透明の
伸ばしランナーなどの使い慣れたものを用いることもできる。む
しろ、プラ板ならではの表現方法もあるかもしれない。

工夫すれば身近なものも水表現に

透明シリコーン
material

08

透明エポキシ樹脂はその素材の性質上どうしても一発勝負での
製作となってしまう。どれだけ慎重に作業していても失敗という
ものはつきものである。このシリコーン素材は、なんと失敗して
も簡単に剥がしてやり直すことができるのだ。

やり直しも可能な素材

　これまで紹介した素材は液体状のものが多い。じつはこれらの素材たちは、
うすく繊細な水の造形は不得手だ。動きのある大波のような表現を行なうには、
その芯となる部分にプラ素材を使用するといいだろう。薄いプラ板を波状に
加工し、そこに表層素材などを塗布することで躍動感あふれる波が製作でき
る。プラ材の活用次第で思いのままの波を製作可能となるだろう。

　Mr.情景用透明シリコーンは、透明エポキシ樹脂と同様に主剤と硬化剤の
2液を混合して用いるタイプの素材だ。エナメル系塗料により着色すること
も可能。粘度も低めなので流し込みも行ないやすい。約24時間で完全硬化
するが、素材自体は非常に柔軟で、仮に流し込みに失敗したとしても簡単に
やり直しができるため、水表現初心者にも取り扱いがしやすい。

F i nished im
ag

e
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ITEM LIST 代表的な商品紹介

ITEM LIST 代表的な商品紹介

透明プラバン
0.3mm 厚 B4 サイズ (4 枚入 )
●タミヤ 

（税込 660 円）

透明ソフトプラ材
2mm 丸棒 （6 本入り）
3mm 丸棒 （5 本入り）
●タミヤ 

（各税込 440 円）

Mr. 情景用透明シリコーン
● GSI クレオス（税込 2750 円）

Plastic Material

Crystal
   Silicon Rubber



1液素材
material
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硬化剤などを混ぜる必要がない、もっとも手軽に取り扱える素材
がこの１液素材だ。容器から出すだけでそのまま使えるため、直
感的な使用やピンポイントでの少量の使用など、非常に活躍の
場が広い。アイテムの選択肢も意外と幅広いのにも注目。

もっとも手軽に扱える素材

material

09

アクセサリー製作などで大活躍している素材のひとつであるUV
素材。紫外線照射によって硬化させるのだが、約60秒程度の照
射で完全硬化する。情景のメインの水表現などではなく、ピンポ
イントでの使用では非常に効果的なアイテムのひとつだ。

硬化に関しては最速の素材！

UVレジン

0 1 1

F i nished im
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UV material

1 liquid
  material

　手芸店や100円均一ショップに行くと定番商品のよ
うに並んでいるUV素材だが、じつは模型メーカーから
も商品化されている。ガイアノーツから発売されるUV
ジェルクリアSは非常に透明度も高く、クリアパーツの
代替えとしての使用も可能なほどだ。水表現においては、
地面の水たまりやバケツに溜まった水、転輪の泥表現
などピンポイントの使用に非常に便利である。

ITEM LIST 代表的な商品紹介

UV ジェルクリア S
●ガイアノーツ

（税込 1650 円）

UV ライト
●ガイアノーツ

（税込 1100 円）

　モデリングウォーターは、チューブから出して塗布すると15分ほどで硬化
が開始する。乾燥後もヒケが出にくく、アクリル系塗料による着色も可能だ。
リアリスティックウォーターは完全乾燥まで約24時間が必要だが、乾燥後は
非常に高い透明度を誇る。一度に流し込める厚さは３㎜程度のため、時間に
余裕を持って使用したい。Mr.ウェザリングペーストのウェットクリアーはウェ
ザリングでも定番のアイテム。水たまり表現には最適だがヒケには注意。

ITEM LIST 代表的な商品紹介

Mr. ウェザリングペースト ウェットクリアー
● GSI クレオス

（税込 660 円）

リアリスティック・ウォーター
● KATO

（税込 3850 円）

モデリング・ウォーター
●光栄堂

（税込 2970 円）
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水底のコートや光沢が重要

Anti-bubble measures

温めると空気が抜けやすくなる

Anti-bubble measures

透明樹脂を使いこなすMATERIAL

　透明の樹脂、とりわけ透明エポキシ樹脂はダイオラマ での水再現に欠かすことのできない素材。この本で紹介している、
ほぼすべての作品に登場するマテリアルだが、いかに気泡を少なくして硬化させるかが完成度を決めると言っても過言ではない。

ここでは透明樹脂に気泡が混ざらないための工夫を5つ、紹介する。

透明樹脂の気泡対策

◀︎▲気泡は樹脂の攪拌時や硬化中に発生する、厄介な
存在。透明の樹脂なら中の気泡も丸見えになってしま
うため、水表現では極力避けたい存在なのだ。

▲気泡は地面や川底を再現したマテリアルから浮
き上がってくることもある。それを防ぐには、地
面の凹凸を極力無くし、滑らかにすることが大切。

1

▲ラッカー系のクリアー塗料でしっかりと光沢を
出しておくと透明樹脂の流れが良くなり、気泡が
噛みにくくなる。

2

▲粘土や石膏、木などに含まれる空気が気泡にな
ることも。本番の樹脂を流し込む前に、薄く樹脂
を塗ってコートしておけば下からの気泡を防げる。

3

▲透明エポキシ樹脂の攪拌時にも微細な空気が
混ざりやすい。ドライヤーなどで温めると粘度が
低くなり、気泡が抜けやすくなる。

1

▲樹脂本体のほかにも流し込む型やベースも温め
ておくと、より効果的。ただし、樹脂、ベースとも
に加熱のしすぎには注意。硬化が早まってしまう。

2

▲流し込む際もゆっくりと静かに流す。表面に浮
き上がってきた気泡もドライヤーで温風を当てる
と泡がはじけ、気泡が消えやすくなる。

3
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攪拌時に混ざった気泡を濾す

Anti-bubble measures

▲混ざった気泡を油こし紙で濾すと気泡を取り除
くことができる。粘度が低く、硬化時間がたっぷ
りある樹脂なら有効な方法だ。

1

▲濾す前の樹脂は細かな気泡がたくさん混ざって
いる。

2

▲油こし紙で濾した樹脂がこちら。かなりの数の
気泡を濾して取り除くことができた。硬化時間を
使ってしまうが、完成度に大きな差が出る。

3

主剤、硬化剤や着色剤の攪拌で工夫する

Anti-bubble measures

▲攪拌時の容器を工夫してみる。チャック付きの
袋にいれて空気を抜きながら閉める。袋を揉みな
がら攪拌すれば気泡が混ざることを防げる。

1

▲袋の端を切り、ゆっくりと樹脂を流し込む。上
澄みの気泡が混ざった部分は作品に使用しないほ
うが無難だ。

2

▲より重点的な攪拌が要求される、樹脂を着色す
る場合はこの方法がとくに効果的だ。

3

硬化後のキズや気泡隠し

Anti-bubble measures

▲浅いキズや曇りはクリアー系の塗料をエアブラ
シで吹いたり筆で塗り込むと目立たなくさせるこ
とができる。

1

▲水面の気泡や深い凹み、キズはUVレジンでの
補修が便利。ジェル状でヒケもなく硬化するので
ボリュームのある補修には便利だ。

2

▲水面や水中に気泡ができて硬化した場合は浮
き草や落ち葉、水鳥などのフィギュアで隠してし
まうという手もある。

3
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